
 た。石蔵会員と岩本会員へありがとうござ 

 いました。今のところ“ポジティブ”だけ 

 が売りです。よかったら聴いてみて下さ 

 い。               5,000 

・田上会員 当社の「Ｈ21年度ＣＳＲ活動） 

 についてのパンフが出来ましたので配布さ 

 せていただきました。低炭素社会の実現に  

 向けて各種取り組んでおります。  2,000 

・浅野会員 先週のクラブ協議会欠席しまし 

 た。役目を代わって報告して頂きました村 

 山副委員長ありがとうございました。今日 

 は理事会忘れて欠席しました。手帳に書い 

 て、朝は覚えていたのですが・・・。2,000 

・立山会員 モンタナからの学生達にお茶の 

 インストラクションをするので早退しま 

 す。               1,000 

・高嶋会員 会議の為、早退します。  1,000 

・本田会員 午後からの会議出席の為、早退 

 させていただきます。       1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード8/6合計30,000 
 
 
 
    点 鐘  中川貴夫会長 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

８月例会予定 

13日   例会取り止め 

20日 12：30～  通常例会 

27日 18：30～  納涼家族会  人吉ＲＡＣ合同 

     ８月の行動及び会合 

8/7(土) 
韓国 慶山ＲＣ青少年ホームステイ 

説明会①  18:00～アサノ電機 

8/17(火) 
韓国 慶山ＲＣ青少年ホームステイ 

説明会②  18:00～アサノ電機 

8/19(木)～8/22（日） 慶山ＲＣ青少年ホームステイ  

上記詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 

 国際ロータリー・ニュース 

  田中作次氏、2012-13年度RI会長に 

 

埼玉県、八潮（やしお）ロータ

リー・クラブ会員の田中作次氏

が、指名委員会により2012-13年

度の国際ロータリー会長に選出さ

れました。対抗候補者がいない場

合、同氏は10月1日に会長ノミニーとなりま

す。ロータリーが「地域を発展させる原動力

として、活気のある活動を続けていく」姿を

見届けていきたい、と田中氏は述べます。 

そのような活動を展開していくためにも、積

極的で、活動に夢中になれるクラブをロータ

リーは必要とすると同氏は付け加えます。

「活気をもって、行動をとって変化に対応で

きる強力なクラブづくりを支援する、修正さ

れたRI長期計画があることは幸いです」 

田中氏が代表取締役を32年間務めた家庭紙卸

売業の株式会社タナカは、1995年に株式公開

した後、日用品雑貨卸売販売業者の株式会社

ダイカと合併しました。現在、八潮市商工会

の副会長である同氏は、その後、商圏を全国

展開するために再度合併した株式会社あらた

の相談役を務めています。また、ビジネス経

営を専門に学び、全国家庭紙同業会連合会の

会長任務を8年間務められました。 

ロータリー財団管理委員として、田中氏は

2009年バーミンガム国際大会委員会の委員長

を務められました。ロータリーに関するその

他の任務として、RI理事、ロータリー財団地

域コーディネーター、地区ガバナーとして活

躍されたほか、ポリオ撲滅提唱グループ、恒

久基金委員会、未来の夢委員会の委員を務め

られました。   

ロータリー平和フェローシップ基金を設立し

た田中氏は、京子夫人とともに、ポール・ハ

リス・フェロー、恒久基金ベネファクター、

大 口 寄 付 者 と な っ て い ま す。             

受賞経歴として、同氏は超我の奉仕賞、ロー

タリー財団の特別功労賞を受賞されました。 

ポリオを撲滅することは「私たちが世界の子

どもたちへの約束を果たすこと」であると田

中氏は言い、「近い将来に撲滅が成功を遂げ

ることは間違いない」と述べます。 

田中氏と京子夫人には、3人のお子さんと5人

のお孫さんがいます。 

８月会員増強及び拡大月間 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー体操 ヘルスサポート委員会   
 

点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  馬場貞至副委員長         

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「それでこそロータリー」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

 

      中川貴夫会長 
 

 暑い日が続き皆さま体調はうまく維持され

てますでしょうか？ 

 ８月２日（月）は、ひまわり亭で、地域発

展委員会、出席委員会、新世代委員会の合同

家庭集会、４日（水）は、石亭の館で、雑誌

委員会とクラブ広報委員会の合同家庭集会、

５日（木）は、二代目で、会員組織増強委員

会、職業分類委員会、会員選考委員会の合同

家庭集会を開催して戴きありがとうございま

した。居酒屋の青春ではありませんが酒を酌

み交わしたつもりで先輩方の意見をお伺いし

楽しい家庭集会でした。担当して戴きました

委員長さん方ありがとうございました。 

 さて、2010年８月１日（日）地区指導者育

成セミナーが大分にて開催されました。 

通  算  2 6 2 3回 

2 0 1 0 年 8 月 6 日 

第  6  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 牛島スミ子副委員長 

前例会でお話し致しましたように、我がクラ

ブより高山会員が地区の職業奉仕小委員会に

出向されておりましたので私も会長の時間の

原稿集めに参加させて戴きました。 

 基調講演は、木下光一ガバナーより「ロー

タリーの原点を見つめて、未来を拓く」との

テーマでありました。木下光一ガバナーの遍

歴から始まり、ロータリーの現状（私見）、

今年度地区テーマ、方針、ロータリーの夢に

ついて話をされました。前例会で地区テー

マ、方針と話をさせて戴いておりましたので

それを思い出して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Ａ. ロータリーの基本的な考えをしっかり 

    学ぶ 

 Ｂ. 奉仕活動を実践する事でその考え方を 

    磨く 

 Ｃ. 青尐年分野を再開 

 Ｄ. 地域社会と関わり強化  

     ・奉仕活動の実践 

     ・地域を支え、地域に支えられる 

 Ｅ. 会員増強                 

 です。 

 また、「ロータリーの原点とは？」につい

て出席会員を１０グループに分けワーク

ショップが行われました。私のグループは、

リーダーとサブリーダーが欠席でしたので、

木下光一ガバナーと山崎パストガバナーが担

当されました。私は、これは幸いと今度の公

式訪問例会のクラブ協議会の議長をお願い

し、私の思いも話させて戴きました。「ロー

タリーの原点」とは、奉仕・修練・友情につ

いてもすべて「思いやりの心」が必要である

と話しをさせて戴きました。 

 ところで、前例会でも地区の会員増強セミ

ナーについてお話しをさせて戴きましたが、



８月は、会員増強及び拡大月間ですので会員

増強についてのお話しをしたいと思います。

会員増強の意義は、次のような観点から、

ロータリーにとって不可欠な事と考えられま

す。 

・毎年会員の自然減が５～10％と見られクラ

ブを維持するために新会員の補充は必須で

す。 

・効果的なクラブであるためには、老・壮・    

  青のバランスを保ちつつ、若返りを心がけ

る必要があります。 

・会員増強と拡大は、組織の継続的発展を願

う、毎年ＲＩ会長の最重要課題となってい

ます。 

・会員増強は、奉仕活動推進にとって、大き

なプラスとなります。 

・自分が受けた特典や感動は、出来るだけ、

友人、知人と分かち合うのが好ましいと考

えられます。 

・可能な限り、地域に存在する職業分類を網

羅し、職業奉仕による社会的貢献を目指す

事が重要です。 

また、次のような役割をもつ会員増強委員会

の設置が望まれます。 

・クラブの充填・未充填職業分類表を絶えず

検討し、未充填の職業分類を充填するため

に適当な人物の氏名を理事会に推薦するよ

うに積極的に務める。 

・委員は、地区の立案・実施する会員増強セ

ミナーに積極的に参加し、その内容を会員

に伝えて、会員増強を図る。 

・新会員の加入に貢献した推薦者の適切な表

彰を理事会に具申する。 

などがあります。 

  現在、若いアクティブなメンバーより新入

会員候補の情報がよせられております。私の

基本方針にありますように手続き要覧と比べ

ながら会員の輪が広がる様に適正に進めさせ

て戴きます。ご協力をよろしくお願い致しま

す。 

2010－2011年度ＲＩテーマは、 

  「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

     渡辺洋文幹事 
 
【8/6 第２回定例理事会での承認事項】  

○2010年〜2011年度予算の承認をして頂きま 

 した。 

○ひとよしよかばい会第3回人吉大綱引き大 

 会の後援依頼の承認をして頂きました。 

【連絡事項】  

(1)2009〜2010年度PETS.地区協議会記録誌が 

   送付されて来ております。 

(4)今月のロータリーレートは88円です。 

(5)次週８月１３日の例会は、休会となって   

   おります。 

(6)人吉青尐年育成市民会議より、「第２回 

   育成部会」の開催の案内が届いておりま  

   す。 

 日 時:８月11日(水)午後７時～市役所別館  

 新世代委員会岩井委員長にお渡しします。 

(7)ロータリー囲碁同好会より「第9回ロータ    

  リー全国大会囲碁大会」のご案内が届い  

   ております。 

    日 時:2010年10月16日(土)   

    会 場:日本囲碁会館 

(8)13日(金)～15日(日)お盆休みのため、事 

  務局が閉まりますので、事務局に用事の 

   ある方は早めのご連絡をお願いします。 

【回覧及び配布】 

 人吉中央ＲＣ週報 指宿ＲＣ週報 

 人吉ＲＡＣ第２例会会報 

 第2622回人吉ＲＣ週報 

  ガバナー月信８月号 

  2009～2010年度決算報告書 

  九州電力パンフレット 

【例会取止め/変更】 回覧します 

  

         ２００９－２０１０年度  

            会 計・監査報告 
 
               

  会計代理 山賀勝彦前幹事 
       
            

  決算書収支の説明 

 

 
 

           監査 釜田元嘉会員 

 唯今報告のありました、人

吉ＲＣ2009～2010年度、一般

会計・特別会計・友愛基金の

決算報告を、2010年7月29日、

人吉ロータリークラブ事務所

に於いて、大久保勝人前会長、山賀勝彦前幹

事、緒方明美事務局立会いのもと、監査を行

いました。今回は冨田会計が転勤のために退

会されましたので７月９日に現理事会に於い

て承認されました通り、山賀前幹事に会計を

代行してもらい、行いました。一般会計・特

別会計・友愛金元帳、補助帳、出金伝票、入

金伝票、領収書、銀行残高証明書等を

チェック致し、監査させて戴きました。そ

の結果、全て適正であると認めます。 
 

 

 
 

【国際奉仕委員会】   浅野 強委員長 

 慶山ロータリークラブ青尐年交流派遣に

際しましての説明会を、明日午後６時より

人吉アサノ電機にて行います。引率会員、

学生と保護者は必ず出席してください。パ

スポートのコピーを未だ出されてない方は

持って来てください。 

 

【親睦委員会】    齊藤日早子委員長 

 納涼家族会のご案内です。８月２７日

(金)の例会は時間を夜に変更し、人吉ＲＡ

Ｃと合同の納涼家族会を開催致します。来

週皆様にＦＡＸでご案内を致します。出欠

のご返信は20日までにお願いします。 
 

  ７月のゴルフ表彰 7月19日 球磨＜＜ 

 
    平田フク委員長 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・大賀会員 おおがスイミングで作りました 

 化粧水「湧水美人」が県優良新商品審査会 

 で、優良新商品賞を受賞することができま 

 した。８月４日に鶴屋で表彰式がありまし 

 た。鶴屋６階の県特産品特設コーナーで展 

 示販売しています。機会がありましたら、 

 ぜひお寄り下さい。        3,000  

・大久保直前会長 前年度(2009-10)の残務 

  整理(会計)が終了致しました。会員の皆様 

 御協力ありがとうございました。  2,000   

・釜田会員 ①2009-2010年度の会計報告お 

 よび監査が無事報告出来ました。②誕生祝 

 を戴き有難う御座いました。    3,000   

・中島会員 初優勝 年金をもらい始めてゴ 

 ルフを始めました。ハンディ36、８年間で 

 優勝しました。６月は準優勝、７月は優勝 

 でした。すべてはチューブ(ホース)のお陰 

 でした。             10,000  

・安逹会員 娘の美由紀がシンガーソングラ 

 イター天音美広(あまねみひろ)として８月 

 11日に東京からＣＤデビューします。人吉 

 新聞の夏特集に取り上げていただきまし 

８月の結婚記念日  ８月の結婚記念日  ８月の結婚記念日   

30日  木村正美会員 

      ８月８月８月   のお誕生日 のお誕生日 のお誕生日  

6日  鳥越博治会員 22日  岩井和彦会員 

23日  高山征治会員 23日  宮原和広会員 

27日  釜田元嘉会員   

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 中島 博之 １０３ ３６ ６７ 

準優勝 北 昌二郎 ８５ １８ ６７ 

３位 尾方 芳樹 ８９ ２１ ６８ 

４位 浦田 繁喜 ９６ ２３ ７３ 

5位 岩本 泰典 ８８ １５ ７３ 

７位 塚本 哲也 ８３ １０ ７３ 

１０位 中川 貴夫 ８５ ８．８ ７６．２ 

        ２００９－２０１０年度 ゴルフ愛好会 

      大久保会長カップ取切戦 

    ☆優 勝☆ 尾方芳樹会員 
       おめでとうございます！！  

本日の出席率 

会   員  数   70名   87.88% 

出 席 免 除 4名 7 / 2 3例会出席率   79.69％ 

欠 席 者 数 8名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 58名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 宮山・延岡・尾方・蓑田・有馬・板井・堀・外山  

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本，山口  

＊メークアップ  

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会家庭集会；中川・渡辺・川上・立山・丸尾 

           鳥井・石蔵・馬場・大久保・山賀 

ﾆｺﾆｺ箱委員会家庭集会；水野・北・小林祐  

；； 伊久美 寛志 敢闘 和田 栄司 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
   ②岩井 和彦    ⑧愛甲 英二 

  ⑫尾方 芳樹   ⑮村山 能史 

ﾄﾞﾗｺﾝ    

 ６７歳以上 
 ⑤伊久美 寛志  

 ⑱大久保 勝人 

  ６６歳以下 
 ⑤水野 虎彦 

 ⑱浅野 強 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ  
 ６７歳以上  岩本 泰典 ４３・45・８８ 

  ６６歳以下  塚本 哲也 4０・43・83 



８月は、会員増強及び拡大月間ですので会員

増強についてのお話しをしたいと思います。

会員増強の意義は、次のような観点から、

ロータリーにとって不可欠な事と考えられま

す。 

・毎年会員の自然減が５～10％と見られクラ

ブを維持するために新会員の補充は必須で

す。 

・効果的なクラブであるためには、老・壮・    

  青のバランスを保ちつつ、若返りを心がけ

る必要があります。 

・会員増強と拡大は、組織の継続的発展を願

う、毎年ＲＩ会長の最重要課題となってい

ます。 

・会員増強は、奉仕活動推進にとって、大き

なプラスとなります。 

・自分が受けた特典や感動は、出来るだけ、

友人、知人と分かち合うのが好ましいと考

えられます。 

・可能な限り、地域に存在する職業分類を網

羅し、職業奉仕による社会的貢献を目指す

事が重要です。 

また、次のような役割をもつ会員増強委員会

の設置が望まれます。 

・クラブの充填・未充填職業分類表を絶えず

検討し、未充填の職業分類を充填するため

に適当な人物の氏名を理事会に推薦するよ

うに積極的に務める。 

・委員は、地区の立案・実施する会員増強セ

ミナーに積極的に参加し、その内容を会員

に伝えて、会員増強を図る。 

・新会員の加入に貢献した推薦者の適切な表

彰を理事会に具申する。 

などがあります。 

  現在、若いアクティブなメンバーより新入

会員候補の情報がよせられております。私の

基本方針にありますように手続き要覧と比べ

ながら会員の輪が広がる様に適正に進めさせ

て戴きます。ご協力をよろしくお願い致しま

す。 

2010－2011年度ＲＩテーマは、 

  「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

     渡辺洋文幹事 
 
【8/6 第２回定例理事会での承認事項】  

○2010年〜2011年度予算の承認をして頂きま 

 した。 

○ひとよしよかばい会第3回人吉大綱引き大 

 会の後援依頼の承認をして頂きました。 

【連絡事項】  

(1)2009〜2010年度PETS.地区協議会記録誌が 

   送付されて来ております。 

(4)今月のロータリーレートは88円です。 

(5)次週８月１３日の例会は、休会となって   

   おります。 

(6)人吉青尐年育成市民会議より、「第２回 

   育成部会」の開催の案内が届いておりま  

   す。 

 日 時:８月11日(水)午後７時～市役所別館  

 新世代委員会岩井委員長にお渡しします。 

(7)ロータリー囲碁同好会より「第9回ロータ    

  リー全国大会囲碁大会」のご案内が届い  

   ております。 

    日 時:2010年10月16日(土)   

    会 場:日本囲碁会館 

(8)13日(金)～15日(日)お盆休みのため、事 

  務局が閉まりますので、事務局に用事の 

   ある方は早めのご連絡をお願いします。 

【回覧及び配布】 

 人吉中央ＲＣ週報 指宿ＲＣ週報 

 人吉ＲＡＣ第２例会会報 

 第2622回人吉ＲＣ週報 

  ガバナー月信８月号 

  2009～2010年度決算報告書 

  九州電力パンフレット 

【例会取止め/変更】 回覧します 

  

         ２００９－２０１０年度  

            会 計・監査報告 
 
               

  会計代理 山賀勝彦前幹事 
       
            

  決算書収支の説明 

 

 
 

           監査 釜田元嘉会員 

 唯今報告のありました、人

吉ＲＣ2009～2010年度、一般

会計・特別会計・友愛基金の

決算報告を、2010年7月29日、

人吉ロータリークラブ事務所

に於いて、大久保勝人前会長、山賀勝彦前幹

事、緒方明美事務局立会いのもと、監査を行

いました。今回は冨田会計が転勤のために退

会されましたので７月９日に現理事会に於い

て承認されました通り、山賀前幹事に会計を

代行してもらい、行いました。一般会計・特

別会計・友愛金元帳、補助帳、出金伝票、入

金伝票、領収書、銀行残高証明書等を

チェック致し、監査させて戴きました。そ

の結果、全て適正であると認めます。 
 

 

 
 

【国際奉仕委員会】   浅野 強委員長 

 慶山ロータリークラブ青尐年交流派遣に

際しましての説明会を、明日午後６時より

人吉アサノ電機にて行います。引率会員、

学生と保護者は必ず出席してください。パ

スポートのコピーを未だ出されてない方は

持って来てください。 

 

【親睦委員会】    齊藤日早子委員長 

 納涼家族会のご案内です。８月２７日

(金)の例会は時間を夜に変更し、人吉ＲＡ

Ｃと合同の納涼家族会を開催致します。来

週皆様にＦＡＸでご案内を致します。出欠

のご返信は20日までにお願いします。 
 

  ７月のゴルフ表彰 7月19日 球磨＜＜ 

 
    平田フク委員長 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・大賀会員 おおがスイミングで作りました 

 化粧水「湧水美人」が県優良新商品審査会 

 で、優良新商品賞を受賞することができま 

 した。８月４日に鶴屋で表彰式がありまし 

 た。鶴屋６階の県特産品特設コーナーで展 

 示販売しています。機会がありましたら、 

 ぜひお寄り下さい。        3,000  

・大久保直前会長 前年度(2009-10)の残務 

  整理(会計)が終了致しました。会員の皆様 

 御協力ありがとうございました。  2,000   

・釜田会員 ①2009-2010年度の会計報告お 

 よび監査が無事報告出来ました。②誕生祝 

 を戴き有難う御座いました。    3,000   

・中島会員 初優勝 年金をもらい始めてゴ 

 ルフを始めました。ハンディ36、８年間で 

 優勝しました。６月は準優勝、７月は優勝 

 でした。すべてはチューブ(ホース)のお陰 

 でした。             10,000  

・安逹会員 娘の美由紀がシンガーソングラ 

 イター天音美広(あまねみひろ)として８月 

 11日に東京からＣＤデビューします。人吉 

 新聞の夏特集に取り上げていただきまし 

８月の結婚記念日  ８月の結婚記念日  ８月の結婚記念日   

30日  木村正美会員 

      ８月８月８月   のお誕生日 のお誕生日 のお誕生日  

6日  鳥越博治会員 22日  岩井和彦会員 

23日  高山征治会員 23日  宮原和広会員 

27日  釜田元嘉会員   

Ｒ：ＮＫ Ｎ：Ｍ＞ ＴＯＴ：Ｌ Ｈ・＝ Ｎ＞Ｔ 

優 勝 中島 博之 １０３ ３６ ６７ 

準優勝 北 昌二郎 ８５ １８ ６７ 

３位 尾方 芳樹 ８９ ２１ ６８ 

４位 浦田 繁喜 ９６ ２３ ７３ 

5位 岩本 泰典 ８８ １５ ７３ 

７位 塚本 哲也 ８３ １０ ７３ 

１０位 中川 貴夫 ８５ ８．８ ７６．２ 

        ２００９－２０１０年度 ゴルフ愛好会 

      大久保会長カップ取切戦 

    ☆優 勝☆ 尾方芳樹会員 
       おめでとうございます！！  

本日の出席率 

会   員  数   70名   87.88% 

出 席 免 除 4名 7 / 2 3例会出席率   79.69％ 

欠 席 者 数 8名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 58名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 宮山・延岡・尾方・蓑田・有馬・板井・堀・外山  

＊出席免除 定款第9条第3節(b) ４名 

      増田，愛甲康，山本，山口  

＊メークアップ  

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会家庭集会；中川・渡辺・川上・立山・丸尾 

           鳥井・石蔵・馬場・大久保・山賀 

ﾆｺﾆｺ箱委員会家庭集会；水野・北・小林祐  

；； 伊久美 寛志 敢闘 和田 栄司 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
   ②岩井 和彦    ⑧愛甲 英二 

  ⑫尾方 芳樹   ⑮村山 能史 

ﾄﾞﾗｺﾝ    

 ６７歳以上 
 ⑤伊久美 寛志  

 ⑱大久保 勝人 

  ６６歳以下 
 ⑤水野 虎彦 

 ⑱浅野 強 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ  
 ６７歳以上  岩本 泰典 ４３・45・８８ 

  ６６歳以下  塚本 哲也 4０・43・83 



 た。石蔵会員と岩本会員へありがとうござ 

 いました。今のところ“ポジティブ”だけ 

 が売りです。よかったら聴いてみて下さ 

 い。               5,000 

・田上会員 当社の「Ｈ21年度ＣＳＲ活動） 

 についてのパンフが出来ましたので配布さ 

 せていただきました。低炭素社会の実現に  

 向けて各種取り組んでおります。  2,000 

・浅野会員 先週のクラブ協議会欠席しまし 

 た。役目を代わって報告して頂きました村 

 山副委員長ありがとうございました。今日 

 は理事会忘れて欠席しました。手帳に書い 

 て、朝は覚えていたのですが・・・。2,000 

・立山会員 モンタナからの学生達にお茶の 

 インストラクションをするので早退しま 

 す。               1,000 

・高嶋会員 会議の為、早退します。  1,000 

・本田会員 午後からの会議出席の為、早退 

 させていただきます。       1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード8/6合計30,000 
 
 
 
    点 鐘  中川貴夫会長 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

８月例会予定 

13日   例会取り止め 

20日 12：30～  通常例会 

27日 18：30～  納涼家族会  人吉ＲＡＣ合同 

     ８月の行動及び会合 

8/7(土) 
韓国 慶山ＲＣ青少年ホームステイ 

説明会①  18:00～アサノ電機 

8/17(火) 
韓国 慶山ＲＣ青少年ホームステイ 

説明会②  18:00～アサノ電機 

8/19(木)～8/22（日） 慶山ＲＣ青少年ホームステイ  

上記詳細については担当委員会、幹事へお尋ねください 

 国際ロータリー・ニュース 

  田中作次氏、2012-13年度RI会長に 

 

埼玉県、八潮（やしお）ロータ

リー・クラブ会員の田中作次氏

が、指名委員会により2012-13年

度の国際ロータリー会長に選出さ

れました。対抗候補者がいない場

合、同氏は10月1日に会長ノミニーとなりま

す。ロータリーが「地域を発展させる原動力

として、活気のある活動を続けていく」姿を

見届けていきたい、と田中氏は述べます。 

そのような活動を展開していくためにも、積

極的で、活動に夢中になれるクラブをロータ

リーは必要とすると同氏は付け加えます。

「活気をもって、行動をとって変化に対応で

きる強力なクラブづくりを支援する、修正さ

れたRI長期計画があることは幸いです」 

田中氏が代表取締役を32年間務めた家庭紙卸

売業の株式会社タナカは、1995年に株式公開

した後、日用品雑貨卸売販売業者の株式会社

ダイカと合併しました。現在、八潮市商工会

の副会長である同氏は、その後、商圏を全国

展開するために再度合併した株式会社あらた

の相談役を務めています。また、ビジネス経

営を専門に学び、全国家庭紙同業会連合会の

会長任務を8年間務められました。 

ロータリー財団管理委員として、田中氏は

2009年バーミンガム国際大会委員会の委員長

を務められました。ロータリーに関するその

他の任務として、RI理事、ロータリー財団地

域コーディネーター、地区ガバナーとして活

躍されたほか、ポリオ撲滅提唱グループ、恒

久基金委員会、未来の夢委員会の委員を務め

られました。   

ロータリー平和フェローシップ基金を設立し

た田中氏は、京子夫人とともに、ポール・ハ

リス・フェロー、恒久基金ベネファクター、

大 口 寄 付 者 と な っ て い ま す。             

受賞経歴として、同氏は超我の奉仕賞、ロー

タリー財団の特別功労賞を受賞されました。 

ポリオを撲滅することは「私たちが世界の子

どもたちへの約束を果たすこと」であると田

中氏は言い、「近い将来に撲滅が成功を遂げ

ることは間違いない」と述べます。 

田中氏と京子夫人には、3人のお子さんと5人

のお孫さんがいます。 

８月会員増強及び拡大月間 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー体操 ヘルスサポート委員会   
 

点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  馬場貞至副委員長         

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「それでこそロータリー」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

 

      中川貴夫会長 
 

 暑い日が続き皆さま体調はうまく維持され

てますでしょうか？ 

 ８月２日（月）は、ひまわり亭で、地域発

展委員会、出席委員会、新世代委員会の合同

家庭集会、４日（水）は、石亭の館で、雑誌

委員会とクラブ広報委員会の合同家庭集会、

５日（木）は、二代目で、会員組織増強委員

会、職業分類委員会、会員選考委員会の合同

家庭集会を開催して戴きありがとうございま

した。居酒屋の青春ではありませんが酒を酌

み交わしたつもりで先輩方の意見をお伺いし

楽しい家庭集会でした。担当して戴きました

委員長さん方ありがとうございました。 

 さて、2010年８月１日（日）地区指導者育

成セミナーが大分にて開催されました。 

通  算  2 6 2 3回 

2 0 1 0 年 8 月 6 日 

第  6  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 牛島スミ子副委員長 

前例会でお話し致しましたように、我がクラ

ブより高山会員が地区の職業奉仕小委員会に

出向されておりましたので私も会長の時間の

原稿集めに参加させて戴きました。 

 基調講演は、木下光一ガバナーより「ロー

タリーの原点を見つめて、未来を拓く」との

テーマでありました。木下光一ガバナーの遍

歴から始まり、ロータリーの現状（私見）、

今年度地区テーマ、方針、ロータリーの夢に

ついて話をされました。前例会で地区テー

マ、方針と話をさせて戴いておりましたので

それを思い出して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Ａ. ロータリーの基本的な考えをしっかり 

    学ぶ 

 Ｂ. 奉仕活動を実践する事でその考え方を 

    磨く 

 Ｃ. 青尐年分野を再開 

 Ｄ. 地域社会と関わり強化  

     ・奉仕活動の実践 

     ・地域を支え、地域に支えられる 

 Ｅ. 会員増強                 

 です。 

 また、「ロータリーの原点とは？」につい

て出席会員を１０グループに分けワーク

ショップが行われました。私のグループは、

リーダーとサブリーダーが欠席でしたので、

木下光一ガバナーと山崎パストガバナーが担

当されました。私は、これは幸いと今度の公

式訪問例会のクラブ協議会の議長をお願い

し、私の思いも話させて戴きました。「ロー

タリーの原点」とは、奉仕・修練・友情につ

いてもすべて「思いやりの心」が必要である

と話しをさせて戴きました。 

 ところで、前例会でも地区の会員増強セミ

ナーについてお話しをさせて戴きましたが、


